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第１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年１月２６日（月） 

    開 会   午前１０時００分 

    閉 会   午前１１時５５分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①高齢者住宅施設等整備事業について 

  ②診療所開設に係る町有財産の無償貸付契約の仮契約について 

 ●産業課 

  ①北海道清里焼酎瓶の作成販売経過について 

  

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■福祉介護Ｇ総括主査  進藤 和久    

 ■福祉介護Ｇ主査    水尾 和広 

 ■産業課長       二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人 

 ■焼酎Ｇ総括主査    武山 雄一    ■焼酎Ｇ主査      松浦  聡 

  

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

村島委員長 

 それでは総務委員会に引き続き、１回産業福祉常任委員会を開催いたします。町からの協議報

告事項について、保健福祉課２点について説明願います。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 本日、保健福祉課からご報告、協議いただきますのは、高齢者住宅等施設整備事業について、

コンサルの方にお願いをしてありました結果報告が届きましたので、ご説明をさせていただきた

いと思います。診療所開設にかかる町有財産の無償貸付契約の仮契約につきまして、これにつき

まして、経過について御報告をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。担当より説明申し上げます。 

 

○村島委員長 

 はい。進藤君。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは高齢者住宅施設等整備事業につきまして、お手元の報告書の方をご覧いただきたいと

思います。開いていただきまして、２ページ１番目の初めにおきましては、清里町では人口減少

が進み、高齢化率が上昇している一方、高齢者数は横ばいで推移しておりまして、高齢者を支え

る世帯が減少しております。ひとり暮らしの高齢者や認知症の患者さん等が増加する中で、住民

が将来にわたって町内で安心して住み続けられるために、高齢者住宅施設の整備が求められてお

ります。このことから本計画につきましては、町内に居住する高齢者等の住宅ニーズを把握しま

して、今後必要とされる高齢者住宅施設にかかる整備計画を策定するものであることを述べてお

ります。 

２の１及び３ページ２の２におきましては、人口と世帯、それと高齢者人口及び高齢化率につ

いて述べております。清里町の人口につきましては、昭和３５年には１万１千人を超えておりま

したが、その後減少し、平成２６年８月現在では４千３６９人。近年では年間６０人程度の減少

が続いております。高齢者人口は、平成２６年８月末１千４７６人で、総人口に占める割合は３

３．８％で、住民の３人に１人が高齢者ということになります。人口は減少しておりますが、高

齢者数は横ばいで推移しております。清里町の年齢別の人口ピークは、女性が６０歳から７９歳

男性が６０歳から７４歳でありまして、既に人口ピークが高齢期を迎えていることから、今後清

里町では高齢者人口は大きく増加しないと考えております。 

続きまして４ページ２の３、介護サービスにつきましては、介護認定者数は、平成２３年度は、
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２４９人。６５歳以上の人口に占める割合は、１７％で近年、ほぼ横ばいで推移しています。在

宅サービスの利用者は、平成２３年度は１２７名。要介護認定者数に占める割合は５１％で、近

年横ばいで推移しています。施設サービス利用者は、７７人。要介護認定者に占める割合は３１

％で近年高齢者人口は横ばいで推移していることから、今後も現状の介護サービスを必要とされ

ています。 

次に２の４、施設サービスの利用状況につきましては、清里町では、特別養護老人ホーム介護

老人保健施設が設置されております。両施設とも常時満床で、現在の待機者数は清楽園が３０人、

老健きよさとが８０人とされています。入所者数のうち、清里町民の割合は清楽園が７０％、老

健きよさとが４９％。高齢者人口は横ばいで推移していることから、今後も現状のサービスを必

要とされています。 

続きまして５ページ。３ 高齢者住宅ニーズ調査です。３の１、調査の目的につきましては、

高齢者の住まいや福祉サービスに係るニーズを把握するために、町内に居住する５０歳以上の世

帯主及び５０歳未満で高齢者と同居している世帯主に対して、郵送による高齢者住宅ニーズ調査

を実施しました。３の２調査の概要としましては、調査対象を清里町内に居住する５０歳以上の

世帯主及び５０歳未満で高齢者と同居している世帯主５００人を無作為抽出しまして、調査期間

を平成２６年７月２８日に発送し、８月の８日締め切りとして実施しました。回答者数は３７７

で回収率は７５．４％。回答者の特性としましては、男女別で見ますと、男性が７３％、女性が

２７％。家族構成としましては、単身世帯が２０％２人世帯が４１％。世帯の収入源としては、

年金、恩給が５２％、給料が３３％。住まいの形態としては、持ち家が８４％、町営住宅が１１

％、社宅３％、民間借家１％。居住の形態としましては、一戸建てが８８％、集合住宅が１２％

でした。 

次に６ページの調査の結果につきましては、①番住宅で移動が辛かったり、転倒等が心配な場

所の問いに対しまして、現在住んでいる住居の心配箇所は、玄関が２６％、屋内の階段が２４％、

浴室が１６％となっております。②番目の現在の生活で不自由なことの問いにつきましては、雪

処理が７０％、買い物が３０％、寒さが２５％、交通の便が２０％となっています。 

続きまして、７ページの現在の生活で不安なことの問いにつきましては、病気が７７％、怪我

が３２％、物忘れが３１％となっています。 

４ 住み替えの希望の問いにつきましては、年齢を重ねることによる住み替え希望は希望する

が３６％、希望しないは６４％となっています。 

続きまして、８ページお開きいただきます。５番目の希望する住み替え先の問いにつきまして

は、住み替えを希望すると回答した人の希望する住み替え先は、清楽園・老健のような介護保健

施設等が最も多く４３％、続いて見守りや生活相談をしてくれる人が近くにいる高齢者住宅が３

０％、高齢者向けの町営住宅が３０％、ケアハウス・軽費老人ホーム・生活支援ハウスが２１％

となっています。このことから今後町において整備すべき施設として、ケアハウス・生活支援ハ

ウス・グループホーム・高齢者福祉寮などが挙げられます。 

６番目、希望する住み替え先のその理由としては、福祉などのサービスを受けられるので、安

心が６９％、町営住宅程度の家賃で暮らしたいが３４％、住宅がバリアフリー化して安心２８％

となっています。 

続きまして９ページ。７ 住み替えを希望する人の年収につきましては、住み替えを希望する

と答えた人の年収は、６５歳以上と６５歳未満の年収の差が大きいことから、円グラフの２つ目、
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年収が減少する６５歳以上で見ますと、８０万円未満の低所得者は５％、８０万円から１２０万

円が１４％となっており、１２０万円以上は８１％を占めております。 

続きまして１０ページ。今後町に取り組んでほしい福祉政策につきましては、医療施設の整備

が最も多く６１％、続いて、在宅高齢者を支える福祉サービスの充実が４６％、特別養護老人ホ

ームなどの入所施設の整備が４４％となっております。 

続きまして、１１ページ以上の清里町の現状とアンケート調査の結果から、高齢者施設の整備

の検討としては、４の１高齢者住宅ニーズにつきましては、高齢者もしくは高齢期を迎える住民

の３６％が住み替えを希望している。希望する住み替え先は介護保健施設等が最も多いが、見守

りや生活相談をしてくれる人が近くにいる高齢者住宅や高齢者向けの町営住宅に加え、ケアハウ

ス、軽費老人ホーム、生活支援ハウスも多い。高齢になっても自立した生活ができる間は、高齢

者住宅やケアハウスなどのように一定の福祉サービスを受けながら、バリアフリー化した住まい

で、低賃金低家賃で暮らしたいというニーズが高いものと思われます。 

次に４の２、高齢者施設の整備の検討としましては、現在管理しております町にあります特別

養護老人ホームや介護老人保健施設及び高齢者向けの公営住宅につきましては、高い居宅ニーズ

があることから、引き続き維持することが必要で、特別養護老人ホーム介護保健施設の待機者が

いるということから、これらの待機者の受け皿となる施設が望まれております。高齢者がある程

度自立した生活ができる間は、一定の福祉サービスを受けながら、バリアフリー化した住まいで

生活できるような施設整備の対応が求められています。以上を踏まえまして町が今後整備を検討

すべき施設は、バリアフリー化した住まいで福祉サービスを受けながら自立した生活ができ、さ

らに介護保健施設の補間ともなる施設として、ケアハウス及びケアハウスより低額な利用料金で

ある生活支援ハウスや高齢者福祉寮と考えております。 

次に１２ページです。４の３計画の規模の設定です。ケアハウス、生活支援ハウス、高齢者福

祉寮、それぞれの施設について高齢者の人口、住み替えの希望、所得をもとに需要を予測し、補

助要件も踏まえて計画規模の整備定員を設定しまして、この後の１４ページの表３のように、計

画規模の設定を行いました。ケアハウスにつきましては高齢者人口、住み替え希望入居可能な１

２０万円以上の所得をふまえて、需要を想定した場合定員を５０人。生活支援ハウス、高齢者福

祉寮については、１０人から２０人規模が予想されます。  

１４ページお開き願います。高齢者施設の基本計画について、ケアハウス、生活支援ハウス、

高齢者等福祉寮の３つの３タイプについて、現在の町有地において具体的施設検討案を示すと表

３のようになりました。ケアハウスですと定員が５０名。必要とされる敷地面積が平屋建ての場

合は７千から８千平米程度。二階建ての場合は４千から５千５００程度。生活支援ハウスですと

定員２０名。敷地面積につきましては３千平米程度。高齢者福祉寮につきましては定員９名とし

て、施設必要とされる敷地面積は１千１００平米程度と考えられます。 

またそれぞれの基本方針につきましては、１５ページから２２ページにお示ししたとおり、町

内での買い物・行政サービス・福祉サービス等への近接性と空き地のスペースを考えてそれぞれ

案をいくつか提示してまとめております。以上が内容となっております。 

 

○村島委員長 

 はい。ただいま高齢者住宅の施設等整備事業について、別冊でご説明がございました。委員の

方何かございませんか。ありませんか。 
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○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １２ページのところで整備定員が５０名ということと、１０から２０名となっているんですけ

ど、これケアハウスの方で考えた場合に、実際に入居が１０％で４３人というふうになっている

のだけども、例えば５０人の施設をつくったと仮定して、この実際に入居が１０％以上あった場

合、将来的に、ここにもっと人数を増やすような施設に変えていくようなことってできるんでし

ょうか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 これについてはあくまでもコンサルの分析結果ということです。清里町がこれということとは、

また違うというふうにご理解をいただきたいと思いますが、数字でいけば年収１２０万円以上で

住み替えを希望されている方のアンケートは３６名で、それから推計すると４３０人ほどで、１

割が実際に希望はしていても、実際入るか入らないかっていうことはなかなかわからない、１０

割程度だろうとコンサルは見込んだということです。 

広域施設として町外から見込みながら５０名という数字にしました。それはそういうことだと

おさえていただきたいと思います。 

あと拡張性の問題ですが、津別のケアハウスを見てまいりました。やはりそこも建ってから歴

史のある施設。建設は随分前のケアハウスになるんですが、やはり拡張性というのは考えて建設

されていました。ですからその辺のところは、将来に向かって拡張するというようなところを想

定した建て方というのも十分に考えられると思います。それと制度上もそれが難しいということ

ではありません。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 アンケート結果に基づいて、今後想定される高齢者人口は横ばいの中で推移するという大前提

の中でデータ整理されていますけど、そのアンケートの中で、希望する住み替え先というところ

で清楽園、老健のような介護保健施設これ４８％と一番高いデータがありました。その後今後町

に取り組んでほしい福祉施設だというところになると病院を初めとする医療施設６１％なんです

けども、その次に在宅の高齢者を支える福祉サービス、そして３番目に特別養護老人施設などの

入所施設の整備、３番目に位置付けされているんですけど、本来は、老健だとかそういう部分の

拡充の希望がアンケート調査上では出ているかなと思うんですけども。実際この町で取り組んで
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欲しいというこの複数回答のところで、在宅の高齢者を支える福祉サービス、ちょっとデータ的

にどうなのかなって疑問をもった部分なんですけども。この辺どのように捉えていいか。一般的

には老健の拡充の方が良いよね、でも、やはりケアハウスもやっぱりあった方がいいんじゃない

かなんていう、僕としてはそういうふうにこのデータから読み取れるんですけど。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○保健福祉課長 

 一般的に町民の皆さん考えられるのは、将来身体能力が落ちたときに、施設に入れたらいいな

というお気持ちが強い表れだというふうに思っておりますが、今回これにつきましては、現に高

齢者が横ばいだという前提の中では、清里における施設量としては、おおむね今の高齢者状況か

ら考えて、適量ではないかというふうに考えております。そこを踏まえてそれを補間するもの、

あるいはそれ今の在宅と高齢者施設の間を埋めるものとして何がいいかというような検討でござ

います。もちろん皆さんが将来に対する漠然な不安として、そういった施設入所があればいいな

というふうにお考えだということはこれで読み取れますし、当然思いますが、ただ今整備が必要

なのは、そちらではないかなというふうに考えております。 

 

○前中委員 

 自立でできる高齢者の方々が、もし町の中でこういうケアハウスだとか、あるいはやはり利用

したいというデータ上わかりますし、たまたま僕がこのデータを見たときにある意味、老健だと

か特養をもっと拡充してほしいのかなというデータがちょっと見えたんですけども、そうではな

いということで捉えていいのか。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○保健福祉課長 

 思いとしては、そういうふうな思いだということがこの数字ではっきり表れていると思います

が、ではそれが本当に必要量なのかというところは、慎重に考えていかないといけないというふ

うに判断しております。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 十分充当できるような数ではないかという説明あったんですけども、高齢者になればなるほど、

やはりこの町で終の棲家というところで、そういう施設を求めている部分あるかなと思うんです

けども、このケアハウスそして生活支援ハウス、高齢者福祉寮って３つ提示が出ていますけども、

この１４ページ。例えばこの施設を今後検討するのであれば、どういう位置づけに設置すれば一
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番利便性がいいのかなという、こういうデータだと思うんですけども、そういうふうに捉えてい

いんですよね、これ。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 コンサルからの結論としては、１０ページのですね。４の２になります。前中委員は４の３を

おっしゃいました。４の２を見ていただきたいと思います。４の２にポツが１、２、３、４、５、

６個、ありますけれども、それから１、２、３、４、５つ目、下から２つ目のところでは、コン

サルにつきましては、清里町における高齢者施設としては福祉サービスを受けながら自立した生

活が出来る、さらには施設の補間にもなるケアハウスの整備が求められるということで、これは

まとめとなってございます。４の３で軽費になりますけれども、この中で一つの１番下と２つ目

見ていただきたいと思いますが、住み替え希望の３６％の中で、所得階層でこれ見ていますけれ

ども、１２０万円以上のケアハウス対象と、コンサルはこうしました。１２０万以上がケアハウ

ス対象ということで考えると、これでいくと４３０人ほど。それから１２０万円未満は、生活支

援ハウス、高齢者福祉寮対象の方。この施設は収入要件がある施設ですし、低所得者の方を対象

としている施設ということですので、こういう見方でこれは正しいかと思いますが、１００人ほ

どということですから多く求められているのが、やはりケアハウスということで読み取れるとい

うふうに考えております。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ４ページなんですけども、今もちょっとこの内容の中にもあるけども、待機者数の数なんだけ

ども、これ町内における待機の清楽園３０人のきよさと８０人、これ町外も含めて待機している

人数ですか。 

 

○保健福祉課長 

 申し訳ありません。ここに提供したタイミングのデータは、今持っておりませんので、ただ現

在は数カ月内の記憶ですけれども、この数字ではありませんので、全体としては、もっと大きい

数字というふうに、老健きよさとは１００人ぐらい、清楽園でも５０人はあるような記憶をして

おりますので。不確かな話で申し訳ないですけども、そこから想像すると町内の方かなという 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 これ待機者数も結構多いように思われるんですけども、この待機者数の中で緊急を要する待機
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者数、とりあえず混んでいるから申し込んでおこうというようなのも入っているのか、それとも

介護認定を受けて、その介護度合いによって、この人からという感じでなっているのか。本当に

大変で、緊急を要するんだけど、入れないと入所できないとそういう状況が何％ぐらいいるのか

どうなのか、そこらへん。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 一般的に待機者数ということで公表している数字は現に申し込みのある方の数字です。ですか

ら申し込みするに当たりましては、介護保健施設は要介護１以上で、支援１、２の方は対象にな

りませんので、そういう時点での申し込みの受け付けはありませんので、要介護１以上の入所資

格をお持ちの方の施設に直接施設と利用者との個人的な契約になりますので、施設に直接申し込

みがありますが、その申し込みの数ということでご理解をいただきたいと思います。その上で実

際に今入りたいという方もいれば、まだ将来に向けて要介護認定の結果、介護１以上になったか

ら、申し込んでおきましょうという方、広くいらっしゃるということをご理解いただきたいと思

います。 

それから緊急性というところですけれども、在宅において全く介護が無理ですよというような

ことのないように、ケアマネジャーなりが調整を図っております。施設入所は当然数に限りがあ

りますが、状態によっては緊急にそうなることはありますので、そういった場合については、介

護保健施設等でのショートステイなりを利用しながら施設につなげていく、入所につなげていく

という措置を取っております。 

それから在宅からではなくて病院から、施設へという方もいらっしゃいます。それにつきまし

ても、病院は病院で医療が必要なくなったけれど介護が必要ですと。ただ在宅に戻すには、介護

の態勢が整っていないものを無理に退院させることはありません。今は医療と介護の連携という

ことで地域の医療機関それから介護施設ケアマネジャー、その他が頻繁に会議等を行い、連携を

とって日ごろのそういった介護体制の連携もとっておりますし、個別のケースの介護についてと

いうことの連携をとっておりますので、そういう点ではケアマネジャー等、あるいは病院の配慮

にもよって介護が必要でありながら受けられない、在宅では無理ということは避けられていると

いうふうに考えています。 

待機は非常に多いところでありますが、そういうような入所希望の方においても、いろんな要

求度合いがあると。それから緊急性については、最善の努力をして連携を図っているということ

でご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他に。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 教えていただきたいんですけども、清楽園だとか介護老人保健施設きよさとの入所者で、要支

援あるいは要介護例えば１以上という説明になっていますけども、その方々が介護給付を受けな
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いまで回復したと。そういう方々が仮にこのケアハウスが建設されたときにそちらに移るってこ

とも現状では考えられるっていうふうに捉えていいですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護施設に入所をして、色んなリハビリテーションそれから在宅よりは当然ながら何て言うん

ですかね、日常生活の利便性というか、安全性や利便性が高まっているところで日常生活を送る

ことによって介護、ＡＤＬが改善されて介護度が下がっていく。当然考えられます。それを目指

して施設職員もみんな努力をしているところですので、当然介護度が下がって在宅には帰れない

けども、こういった施設であれば受け入れるよと当然そちらの方は認識しています。 

 

○前中委員 

 はい。ということはそういう事例も今後は想定されるということで。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 施設入所から状態からＡＤＬが良くなって退所される事例もありますので、在宅に戻る事例も

ありますので、それは十分に考えられると思います。 

 

○前中委員 

 そういう絡みなんですけども、在宅サービスも当町で行っているんですけども、現実老々介護、

７０歳以上の人が要介護で認知症が進んで本当に困った。中でも例えばの話ですけども、かなり

認知症が進んでいて、車の運転をされていると。ところがその行動に対して忘れたり、認定も受

けてはいるんですけども、お父さんがそういう状態になった。そういう中で奥さんが７０歳以上

の高齢になっていると。在宅でそれなりのサービスも受けている。現状のケースとしてはあるの

かなと思うんです。そういう場合はあくまでも在宅の中でずっと経過措置でいかざるを得ないの

かどうか。あるいはちょっとしたショートステイなり使いながらのサービスを受けていくのか。

いろいろそれは、ケアマネジャーさんの判断によると思うんですけども。今、当町ではそういう

事案があった場合は、どういう形で進むのか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 個別のケースについての説明というのは、なかなか難しいことになるんです。しかもそのケー

ス設定が架空の話だったとしても、そのケース設定が難しいですから。いわゆる老々介護イコー
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ル悪いイメージというのができ上がっているようですが、老々介護が決して悪いというふうに思

っていません。老々の定義だと思います。家族が助け合って生活をする、在宅で慣れた住宅で自

由な時間を過ごす、これは決して悪い事ではありません。ただ介護能力のない人がすべてを背負

って介護をせざるを得ない、これはやはり避けなければならないことだと思いますので、若い世

代のいない高齢者だけの世帯だったとしても当然ながら訪問介護であったり訪問看護であったり

サービスが当然入ります。それから買い物等不自由だということであれば、日常生活の支援とい

う訪問介護もあります。 

一方でその車の運転というところ、危険が伴うということあれば、警察との連携なども図りな

がらやっていきますが、ただケアマネジャーからは、アドバイスをするだけであって、免許証を

返還するということはできないと。それは本人でも危険、周りの人も危険で良いことはないわけ

ですし、そういったことから先ほど言いました医療と介護の連携という話もしましたけど、今は、

地域包括ケアの時代ですから、警察との連携も緊密に図りながらやっていますし、支援もしてい

ただいています。警察もとても親身になっていろんな相談支援をしていただきます。そういった

ケースについては、１つ事例がありました。免許持っている方で、ちょっと認知レベルが低下を

してきて危険じゃないかということで、すぐその場で解決ができるかというとやはりその場では

解決できません。多少時間がかかるものですから。そういう事例が見られることがあるやもしれ

ませんが、そういうことが承知した事例においては、当然ながらケアマネジャーを中心として、

いろんな各方面の支援を受けながら、解決に努めています。清里にはいなかったにしても、やは

り最後はお子さんたちであったりとか、ご兄弟であったりとかがやはり説得をしていると。まず

その点がないとなかなか進んでいかない。それについても各部局連携をとりながらやってござい

ます。御質問に答えたことになっているかどうか、ちょっと甚だ不安でしょうけどもという状況

だということをご理解いただきたい。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。ちょっと１点いいですか。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 町からのこの報告書だけで、高齢者住宅の設置計画を建ててもらいたくないなとこのように思

っております。 

今考えているのは、ケアハウスなのか生活支援ハウスなのかあと高齢者の施設寮なのか、これ

３つのタイプを考えているようなんですが、今までの課長の話でいくとケアハウスでいきたいの

かなとこのように思うんですが、ケアハウスでも１２ページで書いてありますとおり、月額の利

用料金が８万円程度になるというふうに書かれているわけですがここでケアハウスの場合はです

ね、１７ページにケアハウス５０名の整備想定というところで、概算事業費９億円と財源があっ

て一般財源が７億円ぐらい出さなきゃなりませんよということですね。あとこういう状況の中で、

維持管理費はどうなるのかと。８万円の家賃をもらって足りない分があるのかないのか。そうい

う問題も出てくる。それとここで言われているのは、１１ページでも言われているように福祉サ

ービスを受けながら自立した生活ができるバリアフリー化をした中で、さらに介護保健施設の補

間となるケアハウスの整備が求められていると、こう書いてあるわけですよ。そう書きながら１

５ページでは、町内の買い物・行政サービス・福祉サービスの近接性がある程度のところが場所
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的には良いんじゃないかと言っているわけです。これ自立した生活ができるのであれば、よその

町でやっているように、商店街が非常に空洞化しているということで、町並み整備の中で、こう

いうものをやり始めているわけですよ。そういうことを考えると、この案でいきますと１７ペー

ジのケアハウスであれば、老健の近く。それから１９ページの生活支援センターであれば、ふれ

あい団地のまだ奥の方だね。それから２１ページの高齢者等の福祉寮でいくとこれは新町の所に

なってくるということで先ほどから言っているように、その建設候補地として町内の買い物に適

しているって、全然マッチしてないと。この辺の問題はこれコンサルから出てきた資料なんで、

まちづくりの全体的なことを考えると、その辺やっぱり資料だけの提案でなく、特色のある清里

町の高齢者住宅の整備の提案をしてもらいたいなとこのように思うんですが、その辺の関係はい

かがですか。 

 

○保健福祉課長 

 ご指摘の１１ページの文言との関係になりますけど、ここで言っている福祉サービスを受けな

がら自立した生活ができるという、福祉サービスなしでは自立できていないということですので、

やはりサービスを受ける事である程度、自立の生活ができるよというところを考えると、いろん

な施設商店、近接している方が当然ながら有利という考え方で、この計画書は成り立っていると

いうふうに考えております。もちろんこれはあくまでもコンサルが例えばこういう敷地におさめ

たらということでの計画でありますので、これをもって町が立地まで定めようというのではあり

ません。それは御理解いただきたいと思っています。 

それから規模等についても５０人が適切なのか。４９人が適切なのか、まだまだ検討を続けて

いかないとならないというふうに思っておりますし、他の計画といいますか、清里町全体の整備

というところで御指摘のように、そういったものとのトータルでのまとまりということは、考え

ていかなければならないというふうに思ってございます。これについては、コンサルからの結果

ということでご理解をいただきたいと思いますが、精査をしまして、ただこの結果から見るとや

はりケアハウス。一方で今回はコンサルの計画書の報告ということでさせていただきましたが、

私たちとしても、この計画書の他にアンケートの集計というのがありまして、これを集約したも

のですけども、そういうのを見ますとやはり収入階層等を見ても、やはりケアハウスが１番ニー

ズが多いところ。そこを先に手をつけなくちゃいけないところかなというのは分析しているとこ

ろです。やはり１番求められているところから手を付けたいなと考えると、ケアハウスではない

かなというふうには考えておりますが、全体の整合等も見ながら、また議会の方には御相談して

まいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村尾議長 

 もう１点。はい。ちょっと答弁漏れがあると思うんですが、私がもう１点言っているのは、建

物は整備概要１７ページに出ているんです。ケアハウスはランニングコスト、維持管理費につい

ては出てないわけですよ。そのへんもこれ議会、委員会に出すには必ず必要ではないかと。先ほ

ど言ったように約８万円って書いてありましたね。８万円の家賃をもらってペイするのかどうな

のか。その辺出してもらわなきゃ困るんでないかということです。その辺どうですか。 
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○保健福祉課長 

 例えばケアハウスについてはですね、基本的に運営については、本人からのいただく負担金と、

それから今考えております全て介護サービスを受けるという施設ではなくて、いろんなタイプの

方が入るのが理想というふうに考えています。それになるかは別ですけども介護サービスを受け

るものであれば、施設内に入る収入も一部はある。そういうようなもので成り立つものを組み立

てていきたいなと、プランとして組み立てていきたいなとご提示をしたいなと思っております。

ですから、でき上がった時点でまた補てんさせてください。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それでは②の診療所開設に関わる町有財産の無償貸付契約の仮契約について

の説明を口頭でお願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 診療所開設にかかる仮契約についてでございますが、１月２０日に弟子屈町川湯温泉４丁目８

－３３号の齋藤浩記医師と、正式には清里町診療所開設にかかる町有財産の無償貸付契約の締結

に関する契約を締結いたしました。仮契約というふうに表現させていただきます。その仮契約の

前提となる本契約につきましては、従前からの診療所の貸し付けに係るものと同様ということに

なってございます。これについては診療所を貸し付ける貸付料は無料とし、期間を３年間とする

これまでと同じ考え方です。この本契約をする前提として、仮契約の中では、議会において議決

をされれば本契約をしましょうと。仮契約については権限、権利を譲渡してはいけませんよと。

それから議会において議決された旨の通知をしてから７日以内には本契約を締結しますよ。それ

から診療所が開設できなくなったときは解除しますよというような条件の中での仮契約になりま

す。この仮契約のその前提になる議会の議決については、地方自治法９６条第１法第６号の規定

ということであります。これについては、契約を議決していただくのではなく、条例で定める場

合の財産を奉還し、出資の目的としてもしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なく

してこれを譲渡し、もしくは貸し付けることということで無償で貸し付けることについて議決を

議会の方でいただくと。議決があってから、本契約をしましょうという仮契約になってございま

す。１月２０日に締結をさせていただきまして、これを受けて前段、御相談させていただきまし

た療養所のベット申請ですね、北海道医療審議会の地域医療部会が２月１９日の予定と聞いてい

ますが、そこに清里町の診療所で１９床を持って開設をしたいという申請を網走保健所に２２日

に提出をいただいたということで、この北海道医療審議会の地域医療部会の中で、審査の評価が

なされるという運びになってございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。委員の方何か意見ありませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 確認なんですが、本契約になると思うんですが、３月ということなんですか。仮契約と言いな

がら契約交わしたことと同じように進んでいくということでいいのかなと思うんですけど、その

本契約後に相手が開業するまでに準備しなければならない部分ってのは相当多くあるような気が
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するんですが、その辺は３月の定例会でいいのか、２月の臨時会があるとすればその時点で整備

しなくてもいいものなのか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 この仮契約を持って準備をしていただくということになります。ですからこれまでの例を見ま

しても、３月議会でこの無償貸し付けについて議決をいただいて、直後に本契約と言うことにな

っております。それについては仮契約をもって進めるということで理解をいただいております、

相手先に理解をいただいています。よろしいですか。 

 

○村島委員長 

 なければこれで保健福祉課、これで終わります。はい。 

 

○保健福祉課長 

 ちょっと御報告だけ。第６期の介護保険事業計画の検討をお願いをしているところで、会議に

おいて、この中で介護保健料についても御検討いただくんですが、一旦試算が出ましたので、ご

報告だけさせていただきたいなと思います。今後の介護サービス料それから１号被保険者の方の

数、それから２号被保険者の保険料というのは、全国でプールされてうちのサービス量に見合っ

た分だけいただくということで、これも推計してということになりますが、計算した結果、今の

ところ５千４円という数字が出ました。ただ５千４円なんですが、先週、内閣によって可決され

ましたけども、介護報酬の引き下げ、これが２．27％の引き下げということで閣議決定されまし

たので、それがまだ考慮されていません。ですから、これも年間だいたい４億ちょっとの計算、

会計上は４億ちょっとの中から保険給付としての額なんですね。それの単純に平均が２．２７で

すから、うちのように施設サービスが多いところは、もっと下がるのかあるいは下がらないかと

いろいろなことあります。ですから、なんともまだ言えないですけど、２．２７は介護サービス、

介護報酬が下がるわけですから、おおむね２．２７％からは下がるだろうという計算になります

ので、５千円を切るところに持っていけるんではないのかと思っています。介護保険というのは

政策的にどうこうなるのではなくて、提供量に対して、負担率が決まって、残りを１号被保険者

の方、６５歳以上の方の保険料で賄えというルールですから、サービスの提供量が決まれば、お

おむね１号の被保険者の方の保険料が決まってしまうというルールです。現行４千４５０円です。

ですから全国で平均５００円上がるだろうであるから、国と大体同じような数字が出来ました。

今のところ、そういうことで。まもなく皆さんにご報告できるんだろうなというところです。 

今２．２７、考慮しないで５千４円。それをしてどこまで下げられるかいうところです。すい

ません、お時間いただきました。 

  

○村尾議長 

 お聞きしておきますけども。今回の２．２７％、介護報酬の改定によって施設の中で一番問題

なのがデイサービスですよね。デイサービスが全く合わなくなる可能性がありそうな計算をして
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います。これについて、例えば清楽園の場合は、今までの若干の余裕もあるんで、赤字になって

もやらざるを得ないなと思っているんですが、町としてこの影響がそのデイサービスがもろにき

そうな状況なんですね。このへんは把握していますか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 施設長なりから若干お話を伺っておりますが、具体的にどれ程なのか介護報酬そのものが具体

的に見えてこないと、中々難しいと思いますけども、ただ国の考え方としては、成り立つという

ことで言っておりますんで、そのへんどうなのか具体的に見ていかないとなかなかわからないと

ころです。 

 

○村尾議長 

 非常に流動的な状況なので、町もやっぱり注意して見ていただきたいなと思います。 

 

○村島委員長 

 それじゃいいですか。それじゃあ、これで終わります。ご苦労様でした。 

 

〇村島委員長 

 それでは、引き続き産業課①について説明願います。はい課長。 

 

○産業課長 

産業課所管関係についてご報告いたします。この度の清里焼酎の販売につきまして、議員各位、

町内の愛飲者の方々にご迷惑をおかけしたことを反省するとともに陳謝申し上げます。大変申し

訳ありませんでした。それから、経過の方につきましては担当の方から説明させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。引き続いてお願いいたします。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは北海道清里焼酎瓶の作成、販売経過について御説明申し上げます。現在実施しており

ます焼酎資材の在庫管理につきましては、瓶詰め作業時に、資材使用量を資材払い出し、表に記

載し、払出表に基づき、資材の残量を資材受払簿として整理して、在庫管理を行ってまいりまし

たが、予想を上回る焼酎の御注文をいただき、瓶の財源に不足を生じさせたことが、今回の原因

でありますので、今回のことを教訓として、適正な資材発注に努めてまいりたいと考えます。 

各資材の発注から納品までの期間につきましては、瓶の種類、発注時期によりますが、１カ月

半から３カ月、カートン類及びコルク栓で１ヶ月、ラベル類で２週間程度の作成期間となってお

り、通常販売数量等を勘案し、発注することとしております。なお、瓶の不足が懸念されること
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をどの時点で把握したのかにつきましては、１１月２１日に瓶を発注し、１１月２５日に容器取

扱店から３カ月との納期の回答があり、短縮要請をし、１２月３日に年末を挟むので、１月末と

納期の回答があり、さらなる納期短縮要請を行ってきましたが、年末キャンペーンでの販売状況

など、瓶不足が確実なものになったことから、１２月１０日に、町長、副町長に報告し、１２月

１１日には、容器取扱店所長等を直接会い、再度の納期短縮要請を行っております。瓶の発注す

るすべてを１月１３日に納入予定でありましたが、１月２日に部分的に納品していただき、１月

３日の初売りに間に合わすことができました。当面の解決策としまして、瓶取扱店の早期納入要

請はもちろんのこと、町外受注分の翌月納品への振替要請、瓶回収による製品製造により、町内

小売店への影響が最小限になるよう努力をいたしました。瓶の計画本数と発注本数の差につきま

しては、瓶の製造ロットの関係上、北海道清里の製作本数が５千本と少ないことから、北海道清

里と北海道清里樽を抱き合わせで、ロット数にあわせて制作することとし、計画本数の２万１千

本より少ない１万１千本で発注をしております。残りの本数につきましては、販売状況を勘案し

て発注することとしており、経過につきましては、先ほどご説明を申し上げた状況となっており

ます。 

１２月末から１月以降の注文本数と納品状況につきましては、町内からは１２月３０日に、４

件６０本。１月３日に５件１０８本、１月６日に２件１６本、１月７日に、２件、２７本。１月

８日に１件３６本。１月９日に２件、２４本、１月１２日に１件２本。１月１３日に８件１６３

本で、合計２５件４３６本の注文本数で、納品につきましては、注文の日に納品しておりますが、

年内で受注時に納品できなかった部分がございます。３件５４本となってございます。町外から

は、１月５に１件６本。１月６日に１件１２本。１月７日に１件１２本。１月８日に３件７２本。

１月９日に、１件１２本。１月１３日に２件６０本。１月１４日に１件２４本。１月１５日に１

件３６本の１１件２３４本の注文本数で、納品につきましては、１２月から振り替えていただい

た件数、４３件６６７本を含めまして、１月１４日に２３件、４６８本。１月１５日に３１件、

４３３本を発送納品しております。Ａコープからの御注文の時期につきましては、１２月１１日

に、北海道清里樽６００本を１２月２２日の納品で、ご注文をいただきましたが、不足する判断

をしておりましたので、農協に御相談申し上げ、北海道清里で御協力、御了解をいただいて、販

売をさせていただきました。１ページの資料につきましては、北海道清里樽瓶の作成経過につい

て、時系列で整理をさせていただいております。出庫本数につきましては、販売本数、販売本数

のほかに町民配布、サンプル及び資材破損等の本数も含んでおりますので、販売本数とは相違し

ておりますんでご理解賜りたいと思います。 

なお今後も適正な資材管理発注に努めてまいりますと共に管内初めとして道内で販売していた

だけるよう営業にも努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。以上、説明を行います。 

 

○村島委員長 

 ただ今焼酎瓶の作成経過について報告ありました。委員の方、何かございませんか。ありませ

んか。無いこと無いと思うんですけど。何かあると思います。 

 

○村島委員長 

 田中委員。 
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○田中委員 

 この瓶については、産業まつり以降、非常に残念に思われる。１番売れる時期の暮れに無くな

ったと。非常に残念に思うわけです。今の説明を聞くと、瓶を発注してから３ヶ月かかるという

事で、予想外に売れたことで、瓶の不足が生じたと思うんですけれども、３ヶ月もかかるという

ことであれば、余分にそこら辺をしっかりとやってもらわないと。それでなくとも、焼酎会計は、

いろんな形で指摘をされている中でね、これはもう、特にこういうことは、あってはならないこ

とで、売るのが無いなんてとんでもない話で、しっかりと気を引き締めてやってもらわないとい

ろんな部分でそこらへんお願いをしておきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 ただいまのお話で、瓶がなくなってしまった事でございますが、我々の判断の甘さも、あった

というのは、重々承知をしている所在でございます。経過の中にも記載してございますが、１１

月の末、３０日瓶の在庫及び製品在庫として、３千３１本在庫があるということで考えておりま

して、１２月の３１日の時点で最終的にすべて０で、出庫本数が３２１本ということで、ここで

１７０本ほどの採納があったわけなんですが、これについて、リターナル瓶回収なり、そういう

部分で対応させていただきました。瓶の発注関係でございますが、年末年始という部分もござい

まして、瓶メーカーもフル稼働で動いていただいたということもございます。それで、今うちの

部分について３カ月というお話でいただいたところなんですが、何回か交渉しながら、期間短縮

等を行っていただきまして、瓶メーカーのほうからも便宜を図っていただきまして、なんとか１

月の早い段階で入れていただけるようにということで、最終的に瓶は、１２月２９日に製造が出

来たということで、瓶メーカーから連絡いただきました。それで、２９日ということで年末とい

うことで、ロットでの納品が不可能であることでございます。宅急便での最小限度の納品いう形

で何とか年始、初売りの時には、間に合わせるべく、努力いたしまして、若干ですが、町内業者

の方にもご迷惑をかけたものでございますが、何とか最小限に出来たのかなというふうに思って

いるのですが、今回の件の関係につきましては、我々のほうの落ち度もあったということで、深

く反省してございます。今後、そういう部分が無いように適正に在庫管理しながら発注状況やっ

ていきたいと思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 ほかに加藤委員。 

 

○加藤委員 

 まず、あの３カ月間かかるっていいながら、１１月に発注をしたと。２１日に、ここでの認識

はどういう、少なくても１カ月から３カ月間要すると言われている中で、この瓶の在庫管理をさ

れている中で、売れ過ぎたっていうんであれば、売れ過ぎた時点で既に容器の発注を考えないと

ならなかった。そこのところの認識というのは、在庫管理はこうしてますという問題の前に、本

当に職員の管理が、在庫管理がきちっと適正になされたのかどうなのか。ここをまず一番大きな
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問題だという私は思うんです。その１１月２１日以降の一所懸命お願いしていただいたとかなん

とかって話は論外なんですよ。基本的に販売できなかったという原因の時に、１１月２１日に発

注をして、それも１カ月から３カ月かかる。そうだとするならば、短期要請をここで納期短縮要

請を、２５日にしたとつじつま合わないんですよ。２１日に、容器の発注をするんであれば既に

１カ月から３カ月かかるなら同時にしないとならないんですよ。基本的に認識の甘さがここには、

非常にあるんですよ。すいませんで済む話ではないということです。それともう１点、１月の２

日に、いろんな関係の中で納入６００本をしていただきましたと。これは、ロットで輸送しても

らうのがコスト的にもいいんだろうというふうに思いますが、宅急便というか、救急に送ってい

ただいたと。この経費はどうなったんですか。製造メーカー持ちでクリアされているんですか。

それとも運送賃は町がその代替をしたっていう形になっているんですか。これに２点についてち

ょっとお伺いしたい。 

 

○村島委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 まず、１点目の納期短縮の要請の関係。１１月の２１日に発注をして、このときにこれは発注

をさせていただきまして、瓶メーカー方から製造メーカーのほうに確認問い合わせということで

した。発注の時期、２１日が金曜日だったということで、瓶メーカーの方から連絡があったのが、

明けの２５日という形でその段階で年末にかかるんで、３ヶ月ほしいということでお話をいただ

いて即、納期短縮ということでお話をさせてきました。３カ月という部分につきましても当初は

６月と最初の納入時７月の３１日の時、納品の特には大体今１カ月半１カ月～１ヶ月半の間で納

品をしていただいたということでございましたので、この時点で何とか納期短縮でお願いできな

いかということで、再三、要請をしてまいりました。ただ、先程も言いましたとおり、年末年始

というのもございまして、年末の部分で、メーカーの方の状況が間に合わないという形で、そこ

を何とか短縮ということで再三短縮要請をいたしております。 

次に１月２日の納品の関係の送料の代金の関係でございますが、宅配便の関係につきましては、

こちらの方で負担をするということでメーカーの方にはお話をして処理してございます。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 まずこれ、すいませんで終わらせる問題ではないということでね。基本的には１１月の２１日

に発注する時点で大きな誤りがすでにあったのですね。１カ月もかかるものであれば、年末年始、

しかもそういう環境からいけば、少なくても９月中に、そのことをしないと駄目だったってこと

が、歴然としていますし、もう１点は、これは常にできている瓶ではなくて型をつくっての瓶な

わけです。そうすると入れかえ時間やそういうものにかかった時の時間等も全部経費に入ってく

るんですよ。踏まえたときにそう考えたときに、発注の仕方の量的問題、コストを削減する意識

があったのか、なかったのかってことが、まず大きな問題なんですよ。何のために焼酎の銘柄と
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瓶を変えたのか。目的は焼酎を売るためでしょう。そのことができなかった。すいません。そう

はならない。それともう１つは、２日の分は町が負担したんでしょうね。これ許されないことで

すよ。町民に大きな負担をかけたわけですよ。かけなくて良い負担を。これは誰か支払ないと町

民の皆さんが納得しますかね。この辺の捉え方、少なくとも年末年始に焼酎は売れなかった。こ

の問題と事実上出てきたこの輸送に係る経費の負担増。すいませんという話ではないですよ。ど

のように捉えているんですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 言われるとおり焼酎は売るためにつくっています。今回デザインも変えたと。その辺で焼酎の

売り上げ状況等、例年とは違うという把握をしていかなければならなかった部分が、把握できて

いなかったという事実でございます。先ほどの輸送の関係の経費の部分でございますが、焼酎会

計の方で個人等の送料関係の中で調整させていただきながら負担をさせていただいたという形に

なっております。御指摘のとおり、要は町の経費という部分でございます。売上の中の部分で対

応していきたいというふうには、思っておりますが、なかなか今の状況でいくと難しい状況です。

送料代金につきましてはいずれにしましても、焼酎会計の中での負担という形で、今回はすすめ

させていただきたい。ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 ほかにありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 年末にかけて、品薄感になったんですけれど、小売店に販売した瓶を回収していた事案がある

んですけど、それを用いて販売されたと言うのかな、この中ではどこをみたらその数字は出てく

るのか。 

それとその瓶の回収の部分で、町民の方々にも言われたんですが、回収すると承知してない方

も現実いるのも事実なんですね。そこら辺も今まで回収していたので理解するんですが、その辺

本当に瓶の品薄感、高価な瓶ですからやみくもに処分するよりはそこら辺の対応もやっぱりちょ

っと怠っていたのかなと。２点確認します。 

 

○村島委員長 

 はい。課長 

 

○産業課長 

 表の中の１１月３０日現在の瓶在庫の本数、１９１６本と製品在庫の数１,１１５本合わせます

と３,３３１本。これからですね最終的に１２月３０日に出庫した本数が、３,２１０本という形で

実際の在庫数と数字が合わなくなっております。これが、１７９本という形になっている。この 
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部分が、町内の小売店なり飲食店の方からリサイクルセンターの方から回収をかけまして、使用

した本数でございます。回収の関係につきましては、町のほうのＰＲ不足がかなりございます。

回収の方法等についても、もっともっとＰＲをしながらできるだけ回収瓶を増やしていきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 確認ですが、製造するには原材料の仕入れ、あるいは蓋、あるいは箱等その在庫処理と販売で

のその出庫処理。そこら辺、どうもわからないんですけども。一体の中で行っているのか。ある

いは別々にしっかりと製造までの在庫管理になるのか。製品が出来たものの在庫管理を分けて処

理しているのか。それをどのような方法でやっているのか。目視なり月１回の棚卸しでやってい

るのか。そこら辺は何か、パソコン上でやっていると思うんですけども、そこら辺は今現状では、

どのような形で。 

 

○村島委員長 

 武山君。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 前中議員の御質問にお答えします。資材につきましては、資材管理簿という形でエクセル管理

をしております。また製品につきましても、製品受払簿という形でエクセル管理をしております。

で、販売の関係につきましては、日報という形で、同じくエクセルで、それぞれ管理をしており

ます。 

 

○村島委員長 

 後ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

単独で別々に管理されているという説明なんですけど、今までもいろんな資料提示されて、販

売について四半期毎に出ているんですけど、実際のところ結構それが煩雑、ミステイク部分があ

るということは人的なミスかな。そこはまずもって、やはり認識していただかないとならない。

３月期の製造期間が必要だということであれば、既に７月の第１回の導入の段階で、月間の製品

本数、出庫本数大体の予測値は可能かなと。いつ切れるかぐらい。ましてや年末年始の商戦に合

わせた時の過重発注ということはやはり認識できていたのか。それにあわせて議会に補正なり、

提案予算提示ありましたね。議案の中で、その時期がやはり、本当に時期的にはせっぱ詰まった

状態での提示だったんではないか。やはりそこら辺どうとらえるか。単なる売れましたからでは

なくて、人的ミスで物がない状況だったのかどうか、そこは検証するに値すると思います。 
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○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 今回の補正いただいた部分。３月末の在庫数の発注ということで、１１月の段階で当初納品し

ていただいた部分担当の方としては、年は越せるものだというような考えでいました。結果がこ

ういう形ということで出てしまいまして、やはり職員の人的ミス。在庫の管理関係の人的ミスが

確かにあったと認識しております。これらの部分につきましても、今回補正につきましては、３

月に間に合うような形で計算をして補正させていただいた部分でございます。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 人的ミスという部分があるという、課長の説明があるんですけども、立ちどまってばかりでも

いられない。これに向けて、どういうような在庫管理をするのか。町はこの４０年に新しい瓶に

プロデュースして、本当に売りという形で取り進んでいった中で、恐らく年末年始、キャンセル

の対応で、業者さんがあったんじゃないのか。ここには全く見えませんけども、発注依頼をお断

りした対応で、日々終わったのかどうかわかりませんけども、そういう部分がもし説明できるも

のであれば説明もいただきたいし、それに基づいた今後の対応をどう考えているのか。管理にお

いて、製品あるいはその在庫管理等ともその管理手法は、今まで以上にきっちりできるのかどう

かというところが、今の説明だと無いんですけども。その２点。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 １２月から、町外、受注の部分で翌月振り替えをしていただいた部分につきましては、先ほど

説明の中でもいたしましたが、６７本ということで、これが１月１３日まで保留させていただい

た部分、それを１月に１４日、１５日で処理をさせていただいた。ちょっとこの表の中では、見

えづらい面がございますが、１月１４日に４６８本、それと１月の１５日に４４６本であります。

これらを出庫し、前年度の繰り越し分を含めた中での発送という形にさせていただいております。 

在庫管理の関係での御指摘でございますが、これ等の関係については、先ほど武山のほうから

言ったとおり、別々の形での在庫管理ということになっております。職員間の中でのコミュニケ

ーションと言いますか、その辺の統一がなされてなかった形で、個々の管理という形でやってお

りましたので、これらあわせまして、今後の対応について考えていきたいと。実際の在庫の管理

の関係につきましても、その時その時の状況もございます。年末の関係等につきましては、より

多い在庫が必要だというのも勘案しながら、そういう部分で、今後在庫管理につきましては、十

分に対応して行きたいと思います。 

それと焼酎の発注状況のキャンセルの部分でございますが、手元に資料がございませんので、
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説明できませんけれども、業者からの依頼関係につきましては、翌月への納入の振替依頼という

形にさせていただいています。個人的な部分での納品の部分につきましては、今、手元に資料が

ございません。後程を提示したいと思います。在庫管理の部分を徹底して処理をしていかなけれ

ばならないということで、職員一同改めまして考えておりますので、ご理解お願いいたします。 

今後町外業者にも、遅延した部分もございます。それら含めまして、今後管内小売店等につき

まして販売関係促進していきたいと思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 １点確認しておきたいんですが、年末の農協の配布等を樽から普通の定番に切り替えてもらっ

ている。町内的問題はとりあえず良いとして、町外から発注を受けた時点で、断った最初の日に

ちはいつなんですか。 

 

○村島委員長 

 武山君。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 １２月１０日に町長、副町長に報告をさせていただきまして、１１日から対応させていただい

ております。 

 

○村島委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 例年、そのぐらいの時期にどれぐらいの本数が予約として通常あるんですか。町外予約。オー

ダーはどのぐらい毎年入っているんですか。過去３年間ぐらいのデータの中から。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 今の関係につきましては、数字を持って来てございませんので、後程提示させていただきます。 

 

○村島委員長 

 加藤委員 

 

○加藤委員 

 これ焼酎の瓶があったとか、無かったのは、小さなことなんですよ。問題は、今課長の答弁の
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中にありました、申し訳ありませんとかって話でないんですよ。基本的には焼酎を売るための事

業なんです。売れなかったんです。申しわけありませんではなくて、そのときに実際毎年オーダ

ーが来ているであろう本数はどれぐらいあったのか、それにおける収入元は誰なのか。ましてや

これ、１２月３０日製品ですから、１２月３０日で瓶の在庫、製品の在庫が０になったんですよ。

ところが１月の２日に瓶が納入されまして、その日のうちに製品在庫と１２０本となっているん

ですよ。ということは、この３日間この年末年始で瓶詰をされたということなんですよ。そうす

ると祭日扱いの瓶詰じゃないですかってことですよ。管理職だけでやったんですかって。そうで

はなかったらそこには通常の単価プラスアルファ当然入っているんですよ。そういうものすべて

を計算して、今回の焼酎の瓶がやれなかったすいませんという前に、どれだけ町に損害を与えた

かですよ。町民の皆さんにこれから一生懸命販売してきますとかなんとかっていう前の段階なん

ですよ。そこのことをきちっと数字的に、そして責任問題をきちっと掲示しなければ、同じこと

を繰り返しますよ。この問題２回目でしょ。出発の時点で瓶が来なかった時点で出発しているん

ですよ。それが起きた時点でこのことが起きることは、ありえないことなんです。ましてや日常

業務の中でとんでもない事例もあるそうですが、そういうものすべて含めてですね。きちっと精

査して、踏まえていったときに、その部分における損失額の一連に対する関係というのは、きち

んと検証しなきゃだめですよ。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 私も伺いたいことがあるんですけど。１１月２１日に発注したと。１１月の３０日に１１月３

０日ですね。在庫が３,０３１本あった。ところが２日後のですね１２月の２日には製品在庫と瓶

の在庫をすべて合わしても２,０７５本ですよ。これをわずか２日間で約千本出ているのです。わ

ずか２日間ですよ。ただこれは９月からリニューアルした焼酎ということで、こういった出方と

なろうかなというふうに思うんだけども、例えば今まで旧浪漫倶楽部の時も暮れには、こういっ

た動きがあったはずなんですよ。 

 あのこれ一連の流れで９月売り出した当初１ヶ月に３,６００本出ているんですよ。次の月も、

およそ３,０００本。この流れからすると、１万１千９０６本瓶があった。で、その段階で１２月

までしか持たないとわかるはずなんですよ。９、１０、１１、１２月と３,０００本ずつ売れたん

であれば、無くなるんですよ。そしたら９月の末に３,６００本も出ているんだったら、もう既に

その段階で発注かけなければだめでしょう。商売って、簡単なもんじゃないですよ。無くなりま

したからすいませんで済む問題じゃないですよ。 

私前回の協議会の中で町長に対しても、販売やめたほうが良いと。もう販売委託したほうが良

いと言いましたよ。だってこれを見たら行政が商売をやるってこういうことなんですよ。だから

甘いと言われており、当然そして、今回６００本の後８千６４０本。全部で９千２４０本ですよ。

これすぐ無くなりますよ。またすぐ発注かけないと。それとこんなこれからずっと売り出してい

くんであれば、２万本も３万本も発注しないとだめ。常に心配ないという段階で営業して歩くの

が最もベスト。私はそういうふうに考えますんで、十分ね。反省したと思うし、それを踏まえた

中で、産業課グループとして一丸となって、頑張ってもらいたい。以上です。 
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○村島委員長 

 はい。田中委員。 

 

〇田中委員 

今あの議員の皆さんこういろんな指摘等いろいろありますけれども、私が感じること。昨年の

暮れから瓶の不足で各販売店に御迷惑をかけたと売る焼酎はなかったと。瓶の６００本を送って

もらったり、身近な金銭のコストの面もあり、経費もかかったといった部分もあるんですけど、

やはり一番大きいのは、これから４０年を節目に新たな気持ちでやろうといった矢先にこういう

状態で信用を失ったことだと思うんですね。やはりここが一番大きいと思うんですよ。これから

迷惑かけた小売店、それで特に、謝罪に伺おうと。そういうことなんですけども。もちろんそう

いったことも、当然実施していかなきゃならん。そういった信頼の部分、そしてやはり焼酎工場

も増員して、増員してそういった中で本当に何やっているのよと。そうゆうのが、皆さん思って

いるのが、現状だと思うんです。そういった流れの中に危機感を持って、しっかりやっていただ

く。何がまずかったのか。瓶ばかりでなくいろんなことについての検証をしっかりとやっていた

だきたいなとそんなふうに思います。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 やる気があるのかとご意見がいただきました。決してやる気が無いわけではございません。や

る気があるんですが、歯車がかみ合ってなかった、私のほうも最終的な在庫の管理等出来ていな

かったのが事実でございます。これらの関係につきましては、今後どのようにやっていけば、再

発防止につながるのか、その辺を十分見極めながらと思っています。瓶の不足の部分で、町外の

販売店。こちらについて、対応等ご指摘をしてございますが、いずれにいたしましても最終的に

在庫管理等販売に関する考え等、これらを職員共々いろいろ考えていきたいと思っております。

今後、無いように職員一同頑張っていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 各委員からいろんなご意見、出たのですけれど、１月の１３日の議員協議会においても、この

話、出たんですよ、実際ね。この９月の産業まつりの際に白い瓶が無かったのが事実ですね。さ

っきから聞いていますと３カ月かかるというような話ですけれども、今回足らなくなった部分で、

８千６４０本、１月３０日ですか。配置しますね。先見越したら、２万本だっていいんですよ。

なんで、９月の７日の時も白い瓶が足らなかったと。これ１万１千９０６本入ってきていますね。

その時になんでこれ、この１万本ぐらいで注文したのかと。もう少し、数多くやっていれば、こ

んな中で問題おきないんですよ。結果的に今、加藤議員からも池下議員からも言われたように、

すいませんで済む話でない。良い笑い者ですよ。 

そしてこの前も言ったんですけど、岡崎朋美さんが、この焼酎ＰＲして大使になって、本当に

この情けない恥ずかしいことですね。これからそういうことしないようにやってくださいと言っ

ていますけれどもね。残念でならない。所管だから言わざるを得ないから言っているんですが、
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議員がそういう気持ちでいるんですよ。一致団結やっていきましょうと。私も焼酎９月の産業ま

つり祭りの暮らしも売らしてもらったし、沼津市も行ってきました。やっぱり樽というものは、

完売して売れるんですよ。鶴ヶ島の行った方についても、やっぱり売れるって言うんですよ。売

れるものを無いなんて言う自体が、異常の異常ですよ。これからの先ほども言われたように、や

っぱりきちっとしてやっていかなかったら、もう焼酎工場、帳尻合わせでずっと何十年もやって

きているけれども、合わせれば良いものじゃないんですよ。商売していくには、それなりの決心

持ってやっているわけですから、今回は、４０年に初めてリニューアルしてやったものがね、こ

の結果で終わるなんて残念でなりません。ですから二度と繰り返さないように、きちっとやって

いただきたいとだけ要望していますよ。 

 

○産業課長 

 皆様からのご意見・真摯に受け止めまして、対応していきたいと思います。ご理解お願いいた

します。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。時間が来ましたのでこれで、産業課終わります。ご苦労さまでした。 

何かあった。 

 

○産業課長 

 ちょっと焼酎とは違うんですが、スーパー北栄の関係で、１月末に閉店するということで産業

課の方に報告がございました。こちらの関係につきまして、町の事業で店をございますが、この

部分もありますので、こちらの町のほうもお話は聞いておりますので、今後どういうふうに対応

するかという部分はなんかで検討していきたいというふうに見ております。平成２４年に資金を

町の店舗出店という形でやっておりますので、これらの関係について町のほうで今検討を進めて

いるところでございます。今日は報告だけさせていただきます。 

それと、もう１点。と焼酎の関係なんですが１２月の時にもお願いさせていただきましたが、

鈴木先生とデザイナーの関係の部分で、２月にしたいということで、向こうからの申し出もござ

いました。それで日程調整で、２月の２０日から２２日ということでも向こうからの人数とりま

とめ等行っておりまして、今１０名、９名か。１０名程度の参加ということで報告をいただいて

おります。詳細内容につきましては、今検討中でございまして、そちらの部分今後どういうふう

にするかという部分は、また報告をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、２月１６日でございます。 
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○村島委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時５５分） 

 


